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増設

4歳～15歳

年長～小6

小1～小6

3歳～未就学児

小学生～大人

小学生～中学生

幼児クラス（4歳～小1）

ジュニアクラス（小2～小6）

4歳～小学1年生

5歳～小6

小学2年生～ 6年生

お子様年齢不問

4歳～小2

5歳～中学生

小3～小6

4歳～12歳

4歳～12歳

幼児～小学3年生

4歳～12歳

小学4年生～ 6年生

3歳～小学生

4ヶ月～未就園児

小4以上

小学生～ (未就学児要相談)

年中～小2

小3～小6

小学生

幼児

幼児

小学生

小学生

ママキッズコース

ママベビコース

2歳～年少

年中･年長

0歳～3歳

年長～小学生

3歳～4歳※2歳要相談保護者同伴

5ヶ月～ 18ヶ月

0歳～1歳半

未就学児

小2以上

幼児(3歳半～ 6歳）

小学生～

小学1年生～小学3年生

小学4年生～小学6年生

②ひとり歩き～ 3歳

①首すわり～よちよち歩き

親子(未就園児)

幼児～小学生

年長～

年長～15歳

3歳～

3歳～15歳

小3～小6

小1～

10歳～

5歳～

小学生

小学校低学年～

0歳児(保護者同伴)～ 12歳

アート＆クラフト
受講料(月額)講　師

生活文化
受講料(月額)講　師

はじめての「つまみ細工」 第4(金)13:00～15:00 2,500円腰越美智子

和柄トールペイント 第2・4(火)13:30～15:30 4,000円小澤美智子

おし花レッスン 第2・4(金)13:30～15:30 4,000円若林佳子

現代センスの水彩画 第1･3(木)10:15～12:15 5,000円滝田一雄

水彩画 第2･4(月)10:30～12:30 4,000円黒木　修

基礎デッサン 第2･4(木)18:45～20:45 4,000円黒木　修

基礎から始める
デッサン・油絵初級講座

第2・4(日)10:30～12:30 4,000円飯　美樹

～はじめてみよう～

ボタニカルアート
第2(木)10:30～12:30

第2(木)13:00～15:00
2,500円佐藤絹恵

季節を描く
パステル和(NAGOMI)アート 第2(水)13:30～15:00 1,800円緒方明子

色を楽しむ
おしゃれ文字

第3(水)13:30～15:30 2,300円村本満貴子

楽しい絵手紙 第2(火)13:00～15:00 2,000円片桐宏子

5分で描ける
簡単筆ペンはがき絵 第4(水)10:15～11:45 2,100円林田暁径

和紙ちぎり絵 第1(土)10:30～12:30 1,800円筧田君子

かわいい切り絵 第1(火)13:30～15:30 2,400円杉谷知子

紙で作るステンドグラス
ローズウィンドウ 第3(水)10:30～13:00 2,500円工藤道子

3Dシャドウボックス 第1(水)10:30～12:30 2,500円岩瀬早苗

初心者でも簡単！可愛い食器づくり
ポーセラーツ 第2(金)13:00～15:00 2,300円佐々木　絢

はじめてのタイルクラフト
[全3回]

第2(水)10:30～12:30
全3回

6,300円
野原すみれ

けしゴムはんこ教室 第1(火)10:30～12:30 2,000円すがのあや

ソープカービング 第3(金)10:30～12:30 2,500円坂本裕子

楽しい陶芸教室 第1･3(月)13:30～15:30 5,000円川口由美子

手作りシルバーアクセサリー 第2・4(火)10:30～12:30 5,000円海野　厚

ステンドグラス 第2・4(木)10:30～12:30 4,000円青木　正

STYLISHクレイケーキ 第2･4（金）10:30～12:30 4,000円若林佳子

大人ときめく
フェイクスイーツ小物 第3(金)13:30～15:30 2,000円柴田　梓

ヨーロッパ伝統工芸
クロッケンデコラシオン 第3(火)13:30～15:30 2,500円心絆(ここは)

カルトナージュ～生活を楽しもう 第1(月)10:30～12:30 3,000円キャサリン弘子

Marie Style
フレンチカントリー 第3(火)13:30～15:30 2,500円SHIOMI

はじめての
ファッションアクセサリー 第1・3(月)10:30～12:30 4,600円明星亜紀子

かぎ針＆ビーズ 第2 (火)10:30～12:30 2,000円王寺麻衣子

ワイヤーレースジュエリー 第3(火)13:30～15:30 2,000円SHIOMI

M-Style Ribbon Class 第1(火)10:30～12:30 1,852円由井久美子

キラキラスワロを使った
グルーデコ／ユリシス・ドンネデコ

第2(金)11:00～12:30 2,000円徳久広美

～紙で楽しむ小さな手作り～
ボタニカルペーパークイリング 第1(金)10:30～12:30 2,100円白須末美

ナンタケットバスケット 第1･3(水)10:15～12:15
全6回

24,000円
村岡都己

第4(木)13:30～16:30
中山みどり監修
羊毛フェルトで
愛犬・愛猫を作ろう！
［全4回］

第3(金)10:15～13:15
全4回

14,400円鈴木れいこ

第3(金)14:00～17:00

お庭をおしゃれに演出

春を呼ぶ！ガーデニング （火）13:30～15:30
全3回

7,500円
原嶋早苗

池坊いけばな 第2(水)13:30～15:30 2,000円大越華風

季節にあわせた
プリザーブドフラワーアレンジメント 第2(木)13:30～15:30 2,100円鐘ヶ江直子

きものdeオシャレ 第1・3(金)13:30～15:00 2,780円打田　恵

基礎から学べる
実用毛筆・ペン習字

第1・3(月)18:30～20:30
4,200円佐藤利惠

第1・3(木)10:30～12:30

筆ペンとボールペン講座 第1・3(木)13:00～15:00 4,200円尾上晴美

資格講座
受講料講　師

趣味教養
受講料(月額)講　師

音　楽
受講料(月額)講　師

基礎から学べる

実用毛筆・ペン習字 第1・3(日)10:15～12:15 4,200円伊藤小扇

はじめてのカリグラフィー
（西洋書道） 第2(月)10:30～12:30 2,300円和智広子

ハワイアンキルト 第1・3(水)10:30～12:30 4,000円比留間陽子

ボビンレース 第2・4(水)10:30～12:30 9,250円宮脇千恵子

ノルウェーの伝統工芸

ハーダンガー刺繍 第1(木)13:00～15:00 3,000円竹下絵理

楽しみながら資格もとれる

手織り・裂織り 第1（土）13:00～15:00 2,500円松本好代

ぶきっちょさんでも簡単に作れる

輪織りバッグ＆小物 第3(火)10:30～12:30 2,100円SHIOMI

暮らしを彩るフルーツアート®
～入門編～ 【全3回】 第4(金)10:30～12:30

全3回
9,000円

梶原絢子

初心者でも簡単！可愛い！おいしい！

アイシングクッキー 第3(金)11:00～12:30 2,000円佐々木　絢

飾り巻き寿司Lesson
第4(月)13:30～15:30

全3回
6,000円ほりかおり

第4(水)13:00～15:00

ハワイアン
ビューティリーダー講座
【全4回】

第2・4(木)13:00～14:15
全4回

12,223円

鵜浦ひろみ

第1・3(日)10:30～11:45小竹理枝

日本ヴォーグ社

タイルクラフト認定講座
【全13回】

第2(水)10:30～12:30
全13回

32,500円
野原すみれ

ママのためのフォニックス講座
～わが子に教える英語発音～【全6回】 第1・3(水)14:00～15:00

全6回
32,100円

シラガユキノ

外国人講師による

中高年のための英会話Lesson 第1・3(金)13:30～15:00 6,000円
国際教育
システム
専任講師

まる覚え

トラベル英会話【全3回】 第1・3(水)10:30～12:00植田耕司

Kim's 韓国語講座
【入門】【初級】

【入門】
10:30～11:50

【初級】
13:00～14:20

5,000円

6,000円

金銀暎 
（キム・ウニョン） 第1・3(火)

<夜クラス>

韓国語入門 第2・4(火)19:30～20:40 5,000円全英蘭
（ちょん よんらん）

楽しく学ぶスペイン語 初級 第1・3(木)13:30～14:30 5,000円ダニエル

タイ語 第1・3(土)10:30～11:30 5,000円武田ソムシー

ヒンディー語（インド語）
はじめよう

第2・4(日)10:30～12:00 5,000円モニカ江尻

楽しく学ぶ

スピーチ・話し方入門 第1・3(土)13:00～15:00 4,000円松村厚一郎

～日曜の朝、脳スッキリ！～ 【全3回】

速読トレーニング〈入門〉
～日曜の朝、脳スッキリ！～

速読トレーニング 【全3回】

第4(日)13:00～14:30
全3回

9,000円

全3回
9,000円

全3回
9,000円

植田耕司

第4(日)10:30～12:00植田耕司

数秘術入門講座【全3回】 第4(日)15:00～16:30植田耕司

カメラとお散歩フォト 第1(金)10：30～12：00 2,500円fukumi

楽しく麻雀
【レディースクラス】

楽しく麻雀
【男女混合クラス】

第1・3(月)13:30～15:30 4,000円石原康申

第1・3(月)16:00～18:00 4,000円石原康申

はじめての

カメラレッスン【全6回】 第2・4(日)13:00～14:30
全6回

12,000円
fukumi

スマホカメラで　  【全3回】
かんたんかわいい写真術 第1（火）13:00～14:30

全3回
7,500円

こいけさとみ

ギフトラッピング教室
第4(火)10:15～12:15

2,000円長谷川弓子

第4(火)13:00～15:00

世界3大カードゲーム

コントラクトブリッジ 第2・4(土)13：00～15：00 4,600円横内しのぶ

たのしく学ぼう！

筆跡診断初級講座【全12回】 第2・4(土)13:30～15:00
全12回

21,000円
鈴木早江子

日常が生まれ変わる　

物語のレッスン 第2・4(木)15：00～16：30 5,000円林　巧

旅がよみがえる

紀行文のレッスン 第1・3(水)13：00～14：30 5,000円林　巧

おとなの漢字と文章表現 第1・3(木)15：00～16：30 5,000円林　巧

Touchさんの

けん玉塾ビギナーズ 第1(土)10:45～11:45 2,500円Touch

やさしいあなたの

タロット・メソッド作り 第2・4(金)19:00～20:30 6,000円緑川連理

手相っておもしろい！

手相学入門 【全6回】 第1（金）13：30～15：00
全6回

13,200円
東明学院
専任講師

星座と惑星が語る

歴史人物講座 第3(土)18:00～19:30 3,000円緑川連理

おばけの世界を覗く

もののけ探訪 第2(木)13：20～14：50 2,500円林　巧

楽しいお箏（山田流） 第1・3(火)15:00～20:30
[1回30分]

7,000円～佐々木千賀能

美容・健康・癒し
受講料(月額)講　師

ダンス・舞踊・武道
受講料(月額)講　師

たのしい二胡入門
10:30～11:45

第1・3(月) 5,000円酒井由里子

11:50～13:05

アコーディオン講座 第2・4(木) 15:00 ～ 20:30
[1回30分]

7,200円～川口裕志

マンドリン 第1・3(金)10:30～13:30
［1回30分］ 6,200円～都筑文子

ギター 第2・4(火)10:30～14:00
［1回40分］ 6,100円～曲　健一

ロックギターを弾こう! 第2・4(水)16:00～20:30
[1回30分] 6,000円～桑原こう

ウクレレ 第2・4(火)10:30～14:00
［1回40分］ 6,100円～曲　健一

あこがれの
ピアノ曲をマスター！

第2・4(火)10:30～14:00
[1回30分]

第2・4(火)10:30～14:00
[1回30分]

第2・4(火)10:30～14:00
[1回30分]

6,000円～江藤志織

～ピアノ講師のための～リトミックを取り入れた
ピアノ指導法レッスン 6,800円～江藤志織

～保育士・幼稚園教諭のための～

ピアノ･レッスン 6,000円～江藤志織

大人のための
ピアノ・レッスン

第2・4(土)13:00～17:00
[1回30分] 6,000円～ｚongorista

楽しいフルートレッスン 第1・3(月)15:00～20:00
［1回30分］ 5,900円～松本典子

フルート 第1・3(木)13:00～20:30
[1回30分] 5,500円～小林真奈

ギターで弾き語りをしよう！ 第2・4(水)16:00～20:30
[1回30分]

第2・4(水)16:00～20:30
[1回30分]

6,000円桑原こう

ロックのための
ボイストレーニング

6,000円～桑原こう

さあ、みんなで歌おう
楽しい宝塚！　 第2・4(水)13:00～14:30 5,000円花愛瑞穂

“侍(SAMURAI)”
エクササイズ

第2・4(木)19:30～20:30 4,400円浅吹夏緯

ハワイアンアロマ調香講座 第2・4(水)10:30～12:00 12,223円武井智恵子

顔のたるみを解消！
初めてのリフトアップレッスン 第2(日)13:00～14:30

全6回
18,000円

後藤弘恵

セルフケアのためのアロマ 第3(火)10:30～12:00 2,000円一戸和美

ニールズヤードパートナーシップ認定【全6回】

アロマセラピーレッスン 第1・3(水)13:30～15:30
全6回

27,000円
寺門華子

日本初上陸！

N.O.Qジェルネイル講座
[全14回]

第2・4(金)10:30～12:00
全14回

38,500円
REIKO

Relax Beauty YOGA 第2・4(火)13:00～14:15 4,000円KUMI

土台を築く

ハタヨガベーシック 第2・3･4(水)10:30～11:45 5,400円清水　喬

健康寿命サポートアロマヨガ 月4回(金)15:00～16:10 7,200円一戸弘美

ピラティス 第1・3(木)10:30～12:00 4,000円二宮智美

～Happy☆～パワーピラジオ
［ビギナーズ］

～Happy☆～パワーピラジオ
［インターミディエイト］

第1・3(月)10:15～11:15 3,800円伊阪侯絵

第2･4(月)10:15～11:15 3,800円伊阪侯絵

ルーシーダットン
（タイ式ヨガ～ゆったり自己整体～） 第2・4(金)10:30～11:30 4,000円Macky

身体の痛み・歪みは自分で治そう！

エゴスキュー体操 第1・3(水)13:00～14:15 4,600円岩野幸代

だれでもAloha

ハワイアンエクササイズ 第1･3(金)13：30～14:30 4,100円Rumi

エアロ系シェイプビート 第2・4(金)19:00～20:30 4,200円松尾美鈴

氣が出る気功太極拳 第1･3(金)10:30～12:00 4,000円山田充宏

体がゆるめば心もゆるむ

ゆる体操 第1・3(火)13:00～14:10 4,000円川合圭子

～Happy☆～元気ボイス 月3回(月)13:30～14:20 5,400円伊阪侯絵

谷桃子バレエ団
大人のためのクラシックバレエ(初級)

第2・4(水)19:15～20:45 4,800円黒木未来

はじめての大人バレエ 第1・2・3(月)11:45～13:00 6,000円柳　眞弓

元タカラジェンヌに学ぶ！

美しい身体を作るバレエストレッチ 第2・4(金)11:00～12:15 4,600円城咲あい

元タカラジェンヌが直接レッスン！初心者でも踊れる

宝塚風ミュージカルダンス 第2・4(金)13:00～14:30 5,500円城咲あい

フリースタイルジャズダンス 第2・4(日)11:25～12:25 3,600円YUNA

HipHopダンス 月4回(火)19:20～20:20 6,000円CHIE

Hip Hop初級(男性クラス) 第1・3(木)19:00～20:00 4,000円池田隆弘

はじめてのSTREET DANCE 第1・3(水)19:30～20:30 4,000円池田隆弘

楽しく踊ろう♪

社交ダンス～ラテン
週末の愉しみ♪

社交ダンス～ラテン

月3回(月)10:30～11:30 6,000円井上直子

月3回(金)19:30～20:30 6,000円井上直子

こども
受講料(月額)講　師

ゆっくりフラメンコ 第1・3(日)11:45～12:45 5,000円川田久美子

フラダンス 第2・4(木)10:15～11:15 4,000円吉田和美

パシフィックフラ 第2・4(水)10:30～11:30 4,000円須藤　緑

フラ＆タヒチアン 第1･3(金)19:30～20:30 4,000円吉田和美

タヒチアンダンス 第2・4(木)11:30～12:30 4,000円吉田和美

魅惑のベリーダンス超入門 第2・4(木)19:15～20:45 4,400円Wakana

女性らしさに磨きをかける

ベリーダンス 第1・2･3(火)13:00～14:00 6,000円Sarah

子連れＯＫ！

ベリーダンス入門 第1・2･3(火)11:00～12:00 6,000円Sarah

空手道教室 月4回(月)19:15～20:45 7,000円堀　正佳

セルフマネジメントを学ぶ
合氣道 月4回(日)11:15～12:45 7,000円(一社)心身統一

合氣道会指導員

楽しく学ぶ！テコンドー 月4回(火)19:10～20:40 6,500円朝倉光彦

カポエイラ入門 【全9回】 月3回(水)19:15～20:45
全9回

18,000円
田邉治朗

フィリピン武術
アーニスカリ

第1･3(木)19:15～20:45 3,600円大原　聰

イミ・クラヴマガ護身術

第1・3(土)17:45～19:15 4,600円

第2・4(土)17:45～19:15 4,600円

月4回（土）17:45～19:15 9,200円

たじみもとこ

はじめてのブラジリアン柔術 第2・4(月)19:50～20:50 4,000円入江秀忠
大村奈穂

ボディメイク！
はじめてのキック＆ボクセサイズ＋護身 第1・2・3(水)13:00～13:50 4,200円小暮秀朗

土方直哉

はじめての総合格闘技 第1・3(水)14:00～15;00 4,000円
入江秀忠
土方直哉
小暮秀朗

こども空手道教室 月4回(月)17:45～19:15

月4回(日)10:15 ～ 11:15

月4回(火)18:00～19:00

月4回(火)17:00～17:55

第2・4(土)16:30～17:30

月4回(金)17:30～18:30

月4回(水)16:30～17:30

月4回(水)17:45～19:00

第1・2・3 (月)16:00～17:00

第2・4(日)10:15～11:15

第1・2・3 (月)17:00～18:15

月3回(月)11:30～12:30

月4回(火)17:15～18:00

月4回(水)17:30～18:30

月4回(火)18:10～19:10

第1･3(金)17:00～18:00

第1･3(金)18:15～19:15

第2・4(金)16:30～17:30

第1・3(木)17:30～18:30

第2・4(金)17:40～18:40

第2・4(木)17:30～19:00

第1･3(金)11:00～11:50

第2・4(土)10：30～12：00

第1(土)10:45～11:45

第1･2･3(土)14:00～14:55

第1･2･3(土)15:00～15:55

月3回(土)14:00～14:50

月3回(土)13:00～13:50

月3回（金）16:30～17:00

月3回（金）17:10～17:55

月3回（金）18:00～18:45

第2・4(木)11:30～12:30

第2・4(木)10:15～11:15

月3～ 4回(木)14:30～15:40

月3～ 4回(木)15:50～17:00

第1・3・4(木)10:30～11:15

第1・3(日)13:30～15:00

第2・4(火)15:30～16:20

第1・3(土)10:30～11:20

第1(金)10:30～11:30

第1(水)11:00～12:30

第1・3(水)15:15～16：00

第1・2・3(水)16:10～17:10

毎週（金）15：30～16：20

第1・2・3(水)17:20～18：20

毎週（金）16；30～17：20

毎週（金）17：30～18：20

第2(木)11:15～12:00

第2(木)10:15～11:00

第1(火)15:00～16:00

第2(土)10:30～12:30

第1(火)16:00～17:30

第2・4(火)16:00～18:00

第1・3(水)17:00～20:00

第1・3(土)13:30～16:30

第1・2・3(木)17:00～18:00

第1・3(火)15:00～20:30
[1回30分]

[1回30分]

[1回30分]

[1回30分]

[1回30分]

第2・4(水)16:00～20:30

第2・4(土)13:00～17:00の間

第1・3(月)15:00～20:00の間

第1・3(木)13:00～20:30の間

第2・4(火)17:00～18:00

7,000円堀　正佳

心もからだも磨く

こども合氣道教室 6,000円(一社)心身統一
合氣道会指導員

楽しいテコンドー
4,500円

5,500円
朝倉光彦

親子でクラヴマガ護身術 4,600円たじみもとこ

アクロバット・
ダンスコンビネーション

6,800円松尾美鈴

谷桃子バレエ団
クラシックバレエ
【幼児クラス】【ジュニアクラス】

9,200円黒木未来

こどもバレエクラス 6,000円柳　眞弓

キッズリズムジャズダンス 3,300円YUNA

～Happy☆～
親子でリズムダンス

7,500円伊阪侯絵

キッズHipHopダンス
5,200円

CHIE
6,000円

HIPHOPキッズ 6,000円tamao

ケイキフラ 4,000円吉田和美

こどもタヒチアンダンス 4,000円吉田和美

キッズのための

ベリーダンス 3,400円Wakana

くるくる回そう！
楽しいバトントワリング

4,000円花井利佳子

こどもミュージカル 5,500円浅吹夏緯
橘　舞里花

ハワイアンリトミック 5,100円Rumi

Touchさんの

けん玉塾ビギナーズ 2,500円Touch

海外に行くなら知っておきたいゲーム

コントラクトブリッジ 4,600円横内しのぶ

キッズチアリーディング 4,500円
ワセダチア
リーディング
クラブ専任講師

体育マスター教室 4,500円
ドリーム
スポーツ
専任講師

少人数制による

そろばん・かきかた教室
マザーズ
くらぶ
専任講師

学研ほっぺんくらぶ
【ママベビコース】
  4 ヶ月頃～ 1歳半くらい
【ママキッズコース】
  しっかりあんよができる1歳～ 2歳ごろ

3,000円学研教室
専任講師

学研教室
専任講師

学研ほっぺんくらぶ
クラス フェリーチェ 9,717円

3,600円～

4,500円～

学研科学実験教室 4,000円学研教室
専任講師

アメリカ発 0歳からの音楽プログラム

Music Together®
7,254円アジマン紀久子

遊びながらママもさんすうが好きになる

おもちゃで育てる
幼児さんすう教室

4,500円中村桃子

おひるねアート教室[全3回] 7,050円佐々木初美

ベビーサイン【全6回】 全6回
15,600円

みやがきみえこ

はじめての英語 3,800円きらりキッズ
専任講師

きらりキッズ
専任講師

きらりキッズ
専任講師

英語嫌いにならないよう～

フォニックスを学ぼう！ 6,900円

キッズ英語教室 7,800円

国際教育
システム
専任講師

 アメリカンスクール生まれの

ＩＥＳこども英会話 8,000円

0歳からの親子リトミック 2,000円

末武由子

桜井梨菜

図工だいすき！
つくるーむ 2,000円菅野　綾

～ママと一緒に～

おそろいアクセサリー作り 2,500円明星亜紀子

～こどもの心をはぐくむ～

正しい文字の書き方教室 硬筆と書道 3,600円鈴木早江子

子ども書道教室(毛筆・硬筆) 3,600円齋藤貴美

こどもの書道・硬筆教室 3,600円会田知子

こどもの漢字と文章表現 5,000円林　巧

楽しいお箏（山田流） 7,000円～佐々木千賀能

こどものための

ピアノ・レッスン 6,000円～zongorista

キッズギター 6,000円～桑原こう

キッズリコーダー＆
フルート

5,900円松本典子

こどものフルート 5,500円小林真奈

親子ゴスペル 4,000円虫鹿悦子

JEUGIA人気シリーズ『全国ご当地講座』 全123講座より
関東企画の8講座をピックアップ！

11日
講座 ※交通費・食事代・有料施設代各個人負担 ※雨天決行

定員になり次第、早期に
受付終了となる場合あり

下町の穴場、
春らんまんの王子お花めぐり 【受講料】3,888円(税込/保険料込)

4/4㈪10:00～16:00

11日
講座 ※食事代各個人負担

銀谷先生と行く
「神社散策と赤門テラスなゆたでランチ」
日本おかきせんべいソムリエ協会
せんべい手焼き体験＆試食初級講座
大手町の人気玄米カフェ
「実身美（サンミ）」のごはんを食べよう！
異国情緒あふれる街「横須賀」
～戦艦三笠とミニクルージング～
日本茶ソムリエの「狭山茶時間」

東海道五十三次の第一宿
品川宿のいま・むかし散策

【受講料】3,672円(税込/保険料込)
4/6㈬10:30～12:30

11日
講座【受講料】4,500円(税込/お土産･修了証付き)
4/12㈫10:30～12:00

11日
講座

～健康講座＋お食事会～
【受講料】3,996円（税込/お食事・お茶・デザート付き）
4/23㈯10:30～12:30

11日
講座 ※交通費・食事代・有料施設代各個人負担 ※雨天決行

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
5/9㈪11:00～16:00

11日
講座 ※別途お茶、お菓子代1,080円

【受講料】2,700円(税込)
5/22㈰10:30～12:00

11日
講座【受講料】3,564円(税込)
6/1㈬19:00～20:00

11日
講座 ※交通費・食事代・有料施設代各個人負担 ※雨天決行

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
6/6㈪10:00～16:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール羽生

JEUGIAカルチャーセンター多摩センター

現地講座現地講座

現地講座現地講座

現地講座現地講座

現地講座現地講座

現地講座現地講座

現地講座現地講座

～多摩で学ぶ～ 
はじめての人のための歌舞伎の楽しみ方

バロックダンス(宮廷舞踏) 第1・3(土)10:30～12:00 4,200円大竹恵子

JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 ご予約
承ります

パソコン・スマホ・携帯電話から
お申し込みいただけます。
会場は「ららぽーと立川立飛」を選択!

ららぽーと立川立飛 0120-069-151


